
2015年 認定 
カプセル内視鏡読影支援技師（103名）    

 

 

  

【大腸カプセル内視鏡読影支援技師】 

  

 北海道ブロック（1名）   

  川西 啓太 小樽掖済会病院  

 

東北ブロック（3名）   

  大竹 綾子 公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター附属病院  

  川崎 将 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院  

  塩沼 のぞみ 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院  

 

 関東ブロック（6名）   

  天谷 祥隆 四谷メディカルキューブ 消化器内科 

  遠藤 かおり 東京慈恵会医科大学病院  

  金井 佐織 東京慈恵会医科大学附属病院  

  合谷木 博之 菅間記念病院  

  本多 千鶴子 東京慈恵会医科大学病院 内視鏡部 

  豆塚 好美 慶応義塾大学病院 

  

 中部ブロック（13名）   

  梅田 千波 社会医療法人宏潤会大同病院  

  遠藤 琢磨 総合上飯田第一病院  

  加藤 正直 社会医療法人宏潤会大同病院  

  佐野 充子 社会医療法人宏潤会大同病院  

  鈴木 結子 社会医療法人宏潤会大同病院  

  高田 憲昭 社会医療法人宏潤会大同病院  

  高橋 理秒 岐阜赤十字病院  

  田中 富士男 社会医療法人宏潤会大同病院  

  野呂 美幸 社会医療法人宏潤会大同病院  

  古橋 折香 社会医療法人 愛生会 総合上飯田第一病院  

  春日井 強 愛生会総合上飯田第一病院  

  前原 紳治 増子記念病院  

  松永 純也 社会医療法人宏潤会大同病院  

 

 

 



 北陸ブロック（3名）   

  大村 泰輝 医療法人和楽仁芳珠記念病院 内視鏡センター 

  中山 朋美 富山県立中央病院  

  山本 由美子 富山県立中央病院 

  

 近畿ブロック（6名）   

  阿部 真也 大阪医科大学付属病院  

  柴森 直也 大阪医科大学付属病院 消化器内視鏡センター 

  空 昭洋 江川内科消化器科医院  

  多山 幸 奈良県立医科大学付属病院  

  比嘉 克成 大阪医科大学付属病院  

  兵庫 佳代 医療法人愛普会中江病院  

 

 中国四国ブロック（1名）   

  河上 真紀子 川崎医科大学附属病院  

 

 九州沖縄ブロック（5名）   

  阿部 豪介 大分赤十字病院  

  大波多 歳男 大分三愛メディカルセンター  

  庄司 奈津子 医療法人厚生会虹が丘病院  

  松平 美貴子 高野病院  

  山﨑 賢一 大分三愛メディカルセンター  

  



 

【小腸カプセル内視鏡読影支援技師】  

    

 北海道ブロック（6名）   

  阿部 仁 JA北海道厚生連旭川厚生病院病院  

  井口 和也 JA北海道厚生連旭川厚生病院  

  岡崎 真悟 JA北海道厚生連旭川厚生病院  

  小川 正博 北海道医療生活協同組合札幌緑愛病院  

  武蔵 脩平 JA北海道厚生連旭川厚生病院  

  山田 泰司 札幌厚生病院  

 

 東北ブロック（3名）   

  齊藤 亮佑 秋田厚生医療センター  

  橋本 彩 岩手医科大学附属病院  

  本田 明弘 星総合病院  

 

 関東ブロック（11名）   

  伊藤 正実 上尾中央総合病院  

  今村 倫敦 聖路加国際病院 消化器センター内視鏡室 

  金子 優也 川崎幸病院  

  久津間 匡子 上尾中央総合病院  

  佐藤 久美子 仁成会高木病院  

  㙒口 裕喜子 ＮＴＴ東日本関東病院  

  蓮沼 順子 東京女子医科大学病院  

  豆塚 好美 慶応義塾大学病院  

  三浦 恵理加 東京女子医科大学病院 中央検査部内視鏡室 

  若王子 みのり 千葉大学歯学部付属病院  

  和田 亮介 社会医療法人 博愛会 菅間記念病院  

 

 中部ブロック（5名）   

  井上 泰宏 佐久総合病院 佐久医療センター  

  江嵜 多恵子 小牧市民病院  

  佐藤 慎祐 浜松南病院  

  田中 富士男 社会医療法人宏潤会大同病院  

  米川 智予 トヨタ記念病院  

 

 

 

 

 



 北陸ブロック（5名）   

  小野 秀治 福井県済生会病院  

  川島 俊憲 福井県済生会病院  

  末岡 翔 福井県済生会病院  

  藤田 ひろみ 福井県済生会病院  

  湧口 恵美子 福井県済生会病院  

 

 近畿ブロック（19名）   

  穐西 宏哉 奈良県立医科大学付属病院  

  浅井 寛人 兵庫医科大学病院  

  円増 和美 兵庫医科大学病院  

  小笠原 将太 医療法人財団 康生会 武田病院  

  川波 由葵 神戸大学医学部付属病院  

  高橋 篤志 兵庫医科大学病院  

  田口 真奈美 桑名市総合医療センター桑名西医療センター  

  坪井 学 桑名市総合医療センター桑名西医療センター  

  十川 由美 関西医科大学付属枚方病院  

  中野 智彦 兵庫医科大学病院  

  中村 有希 大阪警察病院  

  永濱 元続 兵庫医科大学病院  

  兵庫 佳代 医療法人愛普会中江病院  

  藤北 尭彦 天理よろづ相談所病院  

  牧野 奈津紀 京都民医連中央総合病院  

  丸瀬 利人 大阪警察病院  

  柳通 邦子 近畿大学医学部付属病院  

  山中 香織 兵庫医科大学病院  

  渡辺 俊文 桑名市総合医療センター桑名西医療センター  

 

 中国四国ブロック（10名）   

  阿部 真吾 KKR高松病院  

  綾木 雅佳 高松赤十字病院  

  小倉 早希 KKR高松病院  

  杉岡 泰子 岡山大学病院  

  徳弘 将光 社会医療法人近森会近森病院  

  永井 多恵子 社会医療法人近森会近森病院  

  本田 淳一 KKR高松病院  

  村上 景子 石原消化器内科クリニック  

  和田 陽子 KKR高松病院  

  

 



九州沖縄ブロック（6名）   

 園田 恵美子 遠賀中間医師会 おんが病院  

 佐藤 謙太 麻生飯塚病院  

 髙木 基 麻生飯塚病院  

 西坂 好昭 社会医療法人高野会高野病院  

 益田 直美 遠賀中間医師会おんが病院  

 松永 みか 遠賀中間医師会おんが病院 

宮本 光輝 高野病院  

 

 

 

 

以上 

（平成 27年 8月 20日） 


